
DevPartner エラー検出 
はじめてのエラー検出（Unmanaged VC++版） 

 

本書は、はじめてエラー検出を使用する際に参考していただくドキュメントです。 

詳細な情報につきましては、製品に付属しているオンラインドキュメントならびにオンラインヘルプをご参

照ください。 

 

なお、本書は Visual Studio 2010 をベースとして説明しております。Visual Studio 6.0 の場合は、メニュ

ー名などが異なりますが、実行手順などは同じです。 
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1. エラー検出を実行する 

エラー検出の準備 

エラー検出を実行するには、エラー検出の対象となるプロジェクトをあらかじめ Debug ビルドします。 

その際、プロジェクトのプロパティページにある構成プロパティ→リンカ→デバッグの[デバッグ情報

の生成]は“はい”を選択します。 
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エラー検出の実行 

DevPartner をインストールすると、Visual Studio のメニューならびにツールバーに DevPartner が

統合されます。 

エラー検出の実行は、[DevPartner]メニュー[エラー検出を選択して開始]もしくは、以下のツールバー

にあるアイコンをクリックすると、エラー検出の対象となるアプリケーションが実行されます。 

 
 

エラーの検出 

エラーが検出された場合、以下のダイアログが表示されます。 

このダイアログからエラーに対してデバッグを行うこともできますが、ここでは、[続行]ボタンをクリ

ックし、アプリケーションの動作を継続します。アプリケーション終了後、Visual Studio に表示され

たエラー結果からまとめてエラー箇所を考察します。 
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2. エラー検出の検出能力 

エラー検出の種類 

エラー検出の種類は、以下の 2 種類があります。 

  １．ActiveCheck 

２．FinalCheck 

ActiveCheck は、Visual C++の通常のデバッグビルドからエラー検出を行います。 

FinalCheck は、エラー検出でビルドをする必要があり、中間ファイルにエラー検出のコードが挿入さ

れます。 

これにより、ActiveCheck より多くのエラーが検出されます。 

なお、「１．エラー検出を実行する」の手順は、ActiveCheck となります。 

 

初めは、ActiveCheck で利用する！ 

はじめてのプロジェクトにおいてエラー検出を行う場合、FinalCheck から行うと、

エラーが多数検出されてしまい、重要なエラーを見落とすことがあります。 

まずは、ActiveCheck で検出されたエラーを修正したのち、FinalCheck を行うこと

をお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント！ 
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ActiveCheck と FinalCheck で検出できるエラー内容 

FinalCheck 
ActiveCheck   

API エラーと COM エラー 

API 関数が失敗した場合   

エラー関数が実装されていない場合   

COM インターフェイスメソッドの失敗   

不正な引数   

不正な COM インターフェイスメソッドの引数   

スレッドの不正使用   

メモリエラー 

ダイナミックメモリ オーバーラン バッファ読み込みオーバーフロー 

ロックされているハンドルを解放しようとしている場合 未初期化メモリからの読み込み 

ハンドルが既にアンロックされている場合 バッファ書き込みオーバーフロー 

メモリ解放関数の不一致   

アンロックされたメモリブロックをポインタが参照する場合   

スタックメモリ オーバーラン   

スタティックメモリ オーバーラン   

ポインタエラーとリークエラー 

インターフェイス リーク 範囲を超えた配列の読み込み 

メモリ リーク 有効範囲外を示すポインタのコピー 

リソース リーク ダングリングポインタの演算 

  非関連ポインタの演算 

  関数を示していない関数ポインタ 

  メモリ領域の解放に伴うメモリ リーク 

  メモリの再割り当てに伴うメモリ リーク 

  ローカル変数の喪失に伴うメモリ リーク 

  ローカル変数を指すポインタを返している場合 

デッドロック関連エラー 

潜在的なデッドロック   

スレッドのデッドロック   

クリティカル セクションのエラー   

セマフォ エラー   

リソースの使用とネーミング エラー   

問題のある可能性が高いリソース使用状況   

ハンドル エラー   

イベント エラー   

ミューテックス エラー   

Windows イベント エラー   
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FinalCheck の準備 

FinalCheck は、エラー検出でインストゥルメント（ビルド）する必要があります。 

ツールバーから赤枠で囲ったアイコンをクリックし、エラー検出を選択、プロジェクトをリビルドしま

す。 

 
もしくは、[DevPartner]メニューからも同様の設定が行えます。 

[DevPartner]メニューから[ネイティブ C/C++インストゥルメンテーションマネージャ]を選択します。 

 

赤枠のエラー検出を選択し、[OK]ボタンでダイアログを閉じ、プロジェクトをリビルドします。 
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3. アプリケーションが遅くなる 

エラー検出を実行すると、エラー検出対象のプログラムの実行速度は低下します。 

エラー検出の設定からエラー検出の機能、範囲を絞ることにより、実行速度の低下を最小限に抑えるこ

とができます。 

エラー検出の範囲を絞る 

エラー検出の設定ダイアログを開き、[モジュールとファイル]からエラー検出の対象外となるモジュー

ルのチェックをはずします。 

1 度、対象プログラムをエラー検出で実行してください。 

そのプログラムが必要なモジュール一覧がこのリストに読み込まれます。 

 

エラー検出のログ機能を絞る 

エラー検出対象プログラムの動作解析のためのログを収集する設定があります。 

検出されたエラーや極端に「厄介な」種類のバグを解析するときには役立ちますが、常用する必要は少

ないものです。 
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以下の設定をオフにします。 

・API コールレポーティング→「API コールレポーティングを有効にする」 

・COM コールレポーティング→「選択されたモジュールに…有効にする」 

・COM オブジェクトの追跡→「COM オブジェクトの追跡を有効にする」 

・.NET コールレポーティング→「.NET メソッドコールレポーティングを有効にする」 

エラー検出の機能を絞る 

以下の機能は、検出機能が重いため、他の機能と同時に使用することは好ましくありません。  

特定のエラーに的を絞った上で、この機能だけを有効にする方が好ましいと考えられます。 

通常は、オフに設定してご利用ください。 

・デッドロック分析→「デッドロック分析を有効にする」 

・.NET 分析→「.NET 分析を有効にする」 

 

検証対象ブロックを絞る 

以下の機能は、検出対象ブロックを絞り込みます。 

パフォーマンス上、与える影響はプログラムの構造に依存しますが、適切に設定することで、検出の効

果を下げることなく、速度や互換性の向上を目指すことができます。 

 

・リソースの追跡→「DLL 及び関連する…」ツリー 

必要な DLL を適切に選択します。  

例えば、直接 GDI オブジェクトを使用していない MFC プログラムであれば、gdi.dll のリーク検出 
 は不要です。 

グラフィックオブジェクトで発生するリークは、MFC のオブジェクトのリークとして検出される 
 ためです。 

 

・コールバリデーションを有効にする→「API エラーをチェックする DLL を指定する」 

通常、よく使われている DLL(GDI、KERNEL、USER、MSVCRT）を中心に、検査対象のみを 
 有効にします。 

 

・メモリの追跡→「実行時のヒープブロックチェック」 

「解放時」にしておき、バグが絞り込めないときには、「アダプティブ」→「全て」と変えて再試験 
  します。 

「全て」にすると、全てのメモリ管理 API 実行時に、毎回ヒープメモリの検査が行われます。 
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・メモリの追跡→「確保時にフィルする」「解放時に無効データをフィルする」 

オフにした方が高速です。 既に、Microsoft のライブラリには同等の機能が組み込まれているため、 

通常の malloc / free 等を使用している場合にはオフにしても構いません。 

 

エラー検出の実行方法を変える 

エラー検出の実行方法は、以下の３つがあります。 

１．Visual Studio からの実行 

２．エラー検出単体での実行（[スタート]メニューから起動する） 

３．コマンドプロンプトからの実行 

 

上記の方法では、１→２→３の順でエラー検出の実行時のメモリの消費や実行速度の低下を防ぐことが

できます。 

コマンドプロンプトからの実行は、以下のコマンドで実行できます。 

 

１．事前に Visual Studio 上で、対象プログラムをデバッグビルドもしくはエラー検出で 
  インストゥルメントします。 

２．コマンドプロンプトを起動します。 

３．エラー検出に Path を通します。 
  <デフォルトインストールの場合> 

  Set PATH=%PATH%; “C:¥Program Files¥Micro Focus¥DevPartner Studio¥BoundsChecker” 

４．以下のコマンドを実行します。 
  BC.exe /B エラー結果ファイル名.dpbcl 実行するプログラム名.exe 

 
上記の実行方法は、エラー検出がエラーを検出した際に表示されるダイアログも表示されません。 

プログラム終了後、結果ファイルが作成されます。 

なお、BC /？ と入力すると、ヘルプが表示されます。 
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4. 抑制機能を使用する 

エラー検出は、エラーの可能性がある部分を指摘しますが、プログラムのパターンが様々であるため、

誤警告が発生することがあります。検出されたエラーをソースコードで検証したのち、問題がない場合

は、これらの警告について抑制機能を利用してください。 

 

エラー検出の結果画面で抑制する項目を選択し、マウスの右クリックで[抑制]を選択します。 
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5. .NET 開発環境におけるエラー分析機能 

.NET 環境でサポートされる分析 

■Windows アプリケーションのネイティブ部分の分析 

■混合コードを使用するアプリケーションのネイティブセクションとマネージセクション間の 
 移動層の分析 

■マネージアプリケーションでのファイナライザの分析 

 

分析によって監視される項目 

■ マネージコードとネイティブコード間の COM 相互運用性  

■ マネージコードから Windows のネイティブライブラリに対して行われる P/Invoke コール  

■ マネージとネイティブの境界を越えたコールの回数 

 

※ 分析対象は マネージ C++ (C++CLR)、Visual Basic .NET、 C#で作成されたモジュール  

  マネージコードに対し実行されるエラー検出モードは ActiveCheck のみとなり、 

  マネージコードへの FinalCheck はサポートしていません。 
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